
　令和３年第３回足立区議会定例会の本会議（一般質問）や決算特別
委員会で、「小泉 ひろし」議員は、皆様からいただいたご意見・
ご要望をもとに、各種提案や課題に対する指摘など取り上げました。
コロナ禍の一日も早い収束を願い、区民の皆様の健康と生活を
守るための取組みを2022年も全力で推進してまいります。

「小泉 ひろし」議員の一般質問の一部と答弁要旨紹介
若年者支援の拡充を！
 問い　くらしとしごとの相談センターでは全世代の相談
を受けており、働く意欲があっても職に就けない方は、ハ
ローワークや就労準備支援事業へつなぎ、就労後の定着ま
で個々の状況に応じて支援している。全来所者のうち39
歳以下の相談は、今年度も毎月100件を超えている。「働
きたい」との思いに対して、どのような支援が有効なのか
をまとめて、例えば、城東職業能力開発センターなど関係
機関にもつなげる作業も重要と思うがどうか。
また、「学びたい」との思いが有る若年者にとって「学び
直し」の仕組みや支援策があればチャンスととらえ、新た
な挑戦に再スタートできる。
先ずは、民間のノウハウを
活用し、仕組みを作ること
が重要と思うがどうか。
さらに、つなぐだけに留ま
らず、その後の見守りや成
果を確認できるような仕組
みを構築すべきだが合わせ
て伺う。
 区の答え　「働く」・「学ぶ」それぞれの支援メニューを体
系化し、個別ケース検討会議で相談者のニーズに合った支
援期間につなぐ仕組みを構築する。
「働く」に関する支援機関には、仕事で即戦力になる資格
取得等の支援を行うNPO団体等を、「学ぶ」には、都の「学
びのセーフティーネット事業」等を考えている。また、支
援機関につないだ後に個別ケース検討会議で一定期間見守
りを行った結果や成果を確認する仕組みを構築していく。

旧本木東小学校の跡地活用について
 問い　昨年９月第３回定例会質問で、小泉ひろし議員は、
旧本木東小学校と隣接する区立本木一丁目中公園など、道
路付けの改善を図った一体的な整備について提案も含め質
問した。その後、整備内容とスケジュールが示された。

令和３年２月より既存校舎の解体設計、道路設計に着手し
ているが、それぞれの進捗状況はどうか伺う。
また、令和４年～５年度にかけて、既存校舎解体工事に並
行して特別養護老人ホーム事業者を公募し、令和５年～６
年度に公園代替地工事というスケジュールだが、代替公園
と特別養護老人ホーム用地の配置については、早期に決め
なければならない。また、本木一丁目中公園の道路化の整
備はどのようなタイミングで行うのか、あわせて伺う。
 区の答え　既存校舎の解体設計は、アスベスト含有材等
の調査や工事費の積算作業を行い、令和３年10月末の完
了を目指しており、解体工事については,令和４年度中の
着工を予定している。また、道路設計は、本木１丁目中公
園内の道路新設等を検討しており、現在、現況測量を終え、
必要な道路幅員等を交通管理者と協議を進めている。
 問い　地元地域からは防災拠点の要望が出ており、避難
所機能を有する特別養護老人ホームを整備される予定だ
が、公園入口にある既存の消防団施設を公園代替地に移設
して、その跡地を道路の拡張に活用してはどうかと、かね
てより提案しているが
用地の地権者である国
との交渉状況はどうか。
また、移設に当たって
は消防団の分団本部と
しての機能強化を図れ
るよう関係機関にも要
請すべきだがどうか。
合わせて伺う。
 区の答え　当該地を取得することで道路の拡張に活用で
きることが考えられるため、用地売却の可能性も含めて国
に確認を行っており、今年度中に回答を頂けるよう調整し
ていく。また、消防団の分団本部の移設及び機能強化につ
いては、消防団及び東京消防庁から正式な要望を頂いた際
に検討する。
（４面に関連記事を掲載しています）
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旧本木小学校跡地活用基本方針

旧本木東小学校跡地活用における特別養護老人ホーム及び公園代替地の
配置については、下図のとおり検討を進めていく。

配置理由
・公園形状を整形にすることができる（公園面積
1,600㎡を想定）

・特別養護老人ホーム（150床）計画用地を概ね
良好な配置で確保できる

・特別養護老人ホームを計画した場合の民地への
影響として、南側民地は既存校舎と同じ程度の
距離となるが一定の距離を確保できる

・当該公園代替地の配置位置により、本木一丁目
中公園の既存防災井戸と連携性が高く保てる

・学校南側にある既存防火水槽を存置できる可能
性が高い

土地概要
・旧本木東小学校
　本木一丁目14番15　土地面積6,724.87㎡
・本木一丁目中公園
　本木一丁目727番ほか　土地面積1,564.40㎡

今後のスケジュール案
令和４年 1～ 3月 住民説明会開催
令和４年 ６月 特別養護老人ホーム事業者公募
令和４年 11月 既存校舎解体工事着手（令和５年夏頃まで）
令和６年 ２月 特別養護老人ホーム工事着手（令和７年夏頃まで）
令和７年度  公園代替地工事着手（特養ホーム工事完了後）

これまでの経緯
平成24年 ３月 学校統合により廃校
平成26年 ４月 関原小学校仮校舎として使用（平成28年３月まで）
平成28年 ８月 亀田小学校改修期間中に給食場を使用
  （平成28年12月まで）
令和元年 11月 公園代替地工事着手（特養ホーム工事完了後）　
 同月 同請願が提出
令和２年 ８月 旧本木東小学校避難所復旧工事完了

今後の方針
避難所規模については、特別養護老人ホームと併存できるスペースを検討し、
地元や議会へ丁寧に相談し、ご理解を頂きながら整備内容を決定していく。

総務委員会報告



皆様方の
お声にお応えして
実現しました！

●荒川第一・第二調節池ほか
令和元年の台風��号では、下流の洪水氾濫防止に大
きな役割を果たした荒川第一調節池の役割を学び、
第二・第三調節池の建設現場を視察。この事業を進
めることにより、下流において、最大約��㎝の水位
低減が見込めるとのこと。
３次元の設計成果の公表と活用、デジタル技術の導
入など生産性も向上。

●普通会計決算、特別定額給付金事業の実施状況、基金の活
用、中期財政計画の見直しなど
●外国人の実態調査、行政サービスへの反映
●期日前投票所増設の必要性と扇地域での設置
●学生を含む若年者支援、児童養護施設等
からの退所時支援など
●区施設から廃棄される物品について、再
活用化含めたルールづくり（SDGsの観点）
●特別会計決算（国保・介護・後期高齢医療）
●育英資金事業の拡充と基金の活用について
●高等学校等入学準備助成の増額と早期支給へ向けた要望。
●生きがい奨励金事業の終了と広報・周知、今後の高齢者サー
ビスについて
●東京女子医科大学付属足立医療センターの開院（R４年１
月５日）と区の今後の取組み
●興野周辺地区まちづくりにおいて、２路線の道路拡幅の検
討と部会、予算的措置など

●CO2削減に向けた具体的な取り組みについて、昨年、本会
議で種々提案質問した「紙おむつ」などのリサイクル化の
モデル実施を推進要望
●不登校対策としての特例課程教室「あすテップ」の評価と
特例校の設置について
●待機児童解消後の幼稚園の園児減少など課題、認証保育所
の閉園など注視と問題提起

決算特別委員会（10.04~10.12）で以下の項目で質問！

2022 年 1 月 5 日   外来診療開始！

車の逆走防止・興野 1-13 プライス前の改善

興本区民事務所（改修中）周辺に防犯カメラ 2カ所設置

東京女子医科大学附属　足立医療センター
江北駅付近に、区内初の大学病院が開設されま
す。都内東北部（足立・荒川・葛飾区）唯一の
救急救命センターを有し、CT検査と手術が移
動なしでできるハイブリッドER（救急処置室）
等を導入。周産期医療の基幹病院でもあり、
NICU（新生児集中治療室）やGCU（新生児回
復治療室）の設置により低出生体重児等まで対
応できます。
※受診には、かかりつけ医の紹介状が必要です。

▶▶▶

デジタル会場もあります！ 「光の祭典2021」で検索かQRコードで 環七歩道の水溜りの解消（西新井栄町 3丁目）

災 害 対 策 の 現 場 を 視 察 ！

デジタルイルミネーション
光の祭典 2021
2021.12.3㊎2022.2.28㊊

●首都圏外郭放水路
　（調圧水槽にて）

春日部市にある倉松川や大
落古利根川など、５つの中
小河川の洪水を江戸川に排
水する世界最大級の地下放
水路。施設に水を取り込み、
最も多い時には約�,���万
㎥を記録しています。

地域ニュース

新たな　
「期日前投票所」の
  開設が実現！！
次期参議院議員選挙からの運用
予定です。党として本会議代表質
問や予算要望とともに、私も委員
会で取り上げてきました。
期日前投票所が近隣になく、比
較的投票率の低い以下の地域に
増設されます。
①扇地域（扇住区センター・
扇１‒47‒38）
②舎人・入谷地域（舎人地域学習
センター）

③花畑地域（花畑地域学習セン
ター）

扇も！

前

後
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園内の道路新設等を検討しており、現在、現況測量を終え、
必要な道路幅員等を交通管理者と協議を進めている。
 問い　地元地域からは防災拠点の要望が出ており、避難
所機能を有する特別養護老人ホームを整備される予定だ
が、公園入口にある既存の消防団施設を公園代替地に移設
して、その跡地を道路の拡張に活用してはどうかと、かね
てより提案しているが
用地の地権者である国
との交渉状況はどうか。
また、移設に当たって
は消防団の分団本部と
しての機能強化を図れ
るよう関係機関にも要
請すべきだがどうか。
合わせて伺う。
 区の答え　当該地を取得することで道路の拡張に活用で
きることが考えられるため、用地売却の可能性も含めて国
に確認を行っており、今年度中に回答を頂けるよう調整し
ていく。また、消防団の分団本部の移設及び機能強化につ
いては、消防団及び東京消防庁から正式な要望を頂いた際
に検討する。
（４面に関連記事を掲載しています）

第３回定例会
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旧本木小学校跡地活用基本方針

旧本木東小学校跡地活用における特別養護老人ホーム及び公園代替地の
配置については、下図のとおり検討を進めていく。

配置理由
・公園形状を整形にすることができる（公園面積
1,600㎡を想定）

・特別養護老人ホーム（150床）計画用地を概ね
良好な配置で確保できる

・特別養護老人ホームを計画した場合の民地への
影響として、南側民地は既存校舎と同じ程度の
距離となるが一定の距離を確保できる

・当該公園代替地の配置位置により、本木一丁目
中公園の既存防災井戸と連携性が高く保てる

・学校南側にある既存防火水槽を存置できる可能
性が高い

土地概要
・旧本木東小学校
　本木一丁目14番15　土地面積6,724.87㎡
・本木一丁目中公園
　本木一丁目727番ほか　土地面積1,564.40㎡

今後のスケジュール案
令和４年 1～ 3月 住民説明会開催
令和４年 ６月 特別養護老人ホーム事業者公募
令和４年 11月 既存校舎解体工事着手（令和５年夏頃まで）
令和６年 ２月 特別養護老人ホーム工事着手（令和７年夏頃まで）
令和７年度  公園代替地工事着手（特養ホーム工事完了後）

これまでの経緯
平成24年 ３月 学校統合により廃校
平成26年 ４月 関原小学校仮校舎として使用（平成28年３月まで）
平成28年 ８月 亀田小学校改修期間中に給食場を使用
  （平成28年12月まで）
令和元年 11月 公園代替地工事着手（特養ホーム工事完了後）　
 同月 同請願が提出
令和２年 ８月 旧本木東小学校避難所復旧工事完了

今後の方針
避難所規模については、特別養護老人ホームと併存できるスペースを検討し、
地元や議会へ丁寧に相談し、ご理解を頂きながら整備内容を決定していく。

総務委員会報告




